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研究成果の概要（和文）：本研究では、独自に開発したマイクロ流路デバイスを用いて食中毒原因菌のリアルタ
イム・オンサイト・モニタリング法の構築を行った。孔径 0.2 μm のメンブレンフィルターや免疫磁気分離法
を用いる事で、マイクロ流路デバイスを用いてレタス、牛肉や鶏肉中の危害微生物を精度よく定量することがで
きた。この方法を用いる事によってオンサイト（現場）での細菌の迅速検出が可能となり、食品生産現場での細
菌学的衛生管理に役立つことが考えられる。

研究成果の概要（英文）：In this study, we developed a real-time on-site monitoring system for 
foodborne pathogens by using a microfluidic device. Foodborne pathogens in lettuce, beef and chicken
 were quantified by using microfluidic device as well as fluorescence microscopy. Our microfluidic 
device enables for the on-site rapid detection of foodborne pathogens and is appeared to contribute 
to the bacterial monitoring at food production line. 

研究分野： 食品衛生学

キーワード： 食中毒細菌　腸管出血性大腸菌O157　サルモネラ属菌　マイクロ流路デバイス　迅速検出　蛍光抗体

  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
通常の細菌検査においては培養法を中心とした方法が用いられており、細菌の検出には 3～7 日を要していた。
我々の方法は数時間で対象とする菌を定量可能なことから、食品に関する様々な場面で使用可能であり、細菌学
的衛生管理に役立つことが考えられる。また、食品中の菌を回収する方法は今回のマイクロ流路デバイスを用い
た方法に限らず、食品夾雑成分と菌の分離を必要とする様々な場面で役に立つことが考えられる。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
我が国において、食中毒が依然として大きな社会問題となっている。厚生労働省のデータでは、

平成 27 年度に国内で発生した微生物に因る食中毒発生件数は 1,060 件、患者数は 21,458 名
である。食中毒の発生予防のためには、国内の飲食店で提供されるような食品に限らず、海外か
ら輸入された食品においても、微生物の検査・管理が必須である。 
危害微生物の検出・同定にあたり、多くの分野ではこれまで培養法を基本としてきた。培養法

は信頼性が高く操作が簡便であるものの、結果を得るまでに数日から 1 週間以上を要する。 
培養を経ずに危害微生物を検出する方法としては PCR 法や LAMP 法などの遺伝子増幅法が

普及している。これらの方法は標的とする危害微生物だけが持つ遺伝子を検出対象とし、特異的
に増幅させるため、感度や精度が高い。一方、DNA の抽出や精製などの操作が煩雑であり、結
果を得るまでに半日を要する。 
蛍光抗体染色法は、菌表面のタンパク質に特異的に結合できる抗体を利用して危害微生物の

検出を行う。この方法は蛍光抗体を用いるため特異性が高く、数十分から 1 時間以内に結果を
得る事ができる。さらに、DNA 抽出等の煩雑な操作が必要なく、簡便に実施する事ができる。 
マイクロ流路デバイスは幅・深さ数十マイクロメートルの微小流路を刻んだ樹脂製の小型デ

バイスである。その特徴としては、結果を得るまでの時間が早い (数分から１時間以内) 、測定
に必要な試料や試薬の量が少ない (数十マイクロリットル) 、閉鎖系デバイスで使用後すぐ滅菌
できるため、バイオハザードのリスクを低減できるといった点がある。 
そこで我々は、マイクロ流路デバイスと蛍光抗体染色法を組み合わせた培養に依存しない細

菌検出を試みている。この方法は、デバイス上の微小流路に試料と蛍光抗体溶液を別々に挿入し、
この微小流路中で染色を行い、流れる細菌を測定する事により、試料中の微生物を半自動的に定
量できる。プレパラート作成等の煩雑な操作を省く事が可能であり、数時間で細菌の検出が可能
である。これまで、独自に開発したマイクロ流路デバイスを用いて、水環境中の細菌をターゲッ
トとした現場 (オンサイト) での検出法の開発を行っており、十分な精度を持った検出ができる
事を確認している。一方、食品中においては水環境と比較して夾雑成分が多いため、マイクロ流
路デバイスでの測定は難しいとされている。 
 
２．研究の目的 
本研究課題では、独自に開発したマイクロ流路デバイスを用いて食品中危害微生物のリアル

タイム・オンサイト・モニタリング法を作成し、食中毒を予防するためのシステムを構築する事
を目的とした。そこで、試作段階にあるポータブル・マイクロ・流路システムの高精度化、サン
プルの前処理や検出抗体の標識等のモニタリング条件の最適化、リアルタイム・オンサイト・モ
ニタリング法の評価・構築を行った。 
 
３．研究の方法 
(1) 供試菌株 
 Escherichia coli O157:H7 ATCC43888 (腸管出血性大腸菌 O157、ベロ毒素産生遺伝子欠損株) 
及び、Salmonella Typhimurium ATCC14028 (サルモネラ属菌) を使用した。必要に応じてこれ
らの標準菌株試料を滅菌水で希釈し、研究に用いた。 

 
(2) 食品からの細菌回収方法 
腸管出血性大腸菌 O157 を用いた検討では、食品には一次汚染の多い食肉のモデルとして牛

肉 (25 g) と、二次汚染の多いサラダのモデルとしてレタス (5 g) を使用した。サルモネラ属
菌を用いた検討では同じく一次汚染の多い鶏肉 (25 g) を用いて検討を行った。 
①フィルター濾過と遠心分離を用いた方法 
これらの食品、菌及び緩衝ペプトン水をストマッカー用袋内にて混和し、ストマッキング処理

を行った。レタスにおいてはストマッキング処理後、孔径 0.2 m のメンブレンフィルター上
に菌を捕集して PBS に懸濁させた。レタスと比較して夾雑成分の多い牛肉と鶏肉においては低
速遠心分離を行い、夾雑成分を沈降させたのちに、高速遠心分離を行い、菌を沈降させて回収を
行った。回収した菌を、それぞれの菌に特異的な蛍光抗体を用いて染色を行い、細菌数を測定し
た。 
②免疫磁気分離法を用いた方法 
鶏肉、サルモネラ属菌および緩衝ペプトン水をストマッカー用袋内にて混和し、ストマッキン

グ処理を行った。その後、低速遠心分離を行った後に、孔径 0.2 m のメンブレンフィルター
上に菌を捕集し PBS に懸濁させた。さらに、磁気ビーズを加えて、磁気ビーズ-菌複合体を形成
させたのちに磁気分離を行った。磁気分離後、磁気ビーズと菌を解離させて、菌のみを回収した。
回収後、サルモネラ属菌に特異的な蛍光抗体を用いて染色を行い、細菌数を測定した。 
 
(3) 蛍光顕微鏡による細菌数測定 
蛍光抗体による染色後、試料中の細菌を孔径 0.2 m のメンブレンフィルター上に捕集し、

蛍光を発する細菌を蛍光顕微鏡の青色励起光下で観察した。10 視野中の細菌数を測定し、「試料 
1 mL 中の細菌数 (cells/mL)  1 視野あたりの細菌数の平均値 (cells)  捕集面積 (mm2) / 
ろ過した試料量 (mL)  鏡検面積 (mm2)」として細菌数を算出した。 



 
(4) マイクロ流路デバイス 
細菌数の測定にあたり、マイクロ流路デバイスをソフトリ

ソグラフィーにより作成した。マスクアライナーを用いてシ
リコンウェハー上に微小流路の鋳型を作製し、シリコン樹脂
およびカバーガラスを用いてデバイスを作製した。本デバイ
スには試料の注入口を 2 つ、シース液の注入口を 2 つ、排出
口を 1つ設けた。（図 1） 
 
(5) マイクロ流路システムによる細菌数測定 
 作製したマイクロ流路シ
ステムとその概要を図2に
示した。マイクロ流路シス
テムとは、マイクロ流路デ
バイスの微小流路中を流れ
る微生物を検出し、画像解
析により計数する装置であ
る。①送液部 (シリンジポ
ンプ) 、②検出部 (光源、
対物レンズ、CCD カメラ) 
および③制御解析部 (パー
ソナル・コンピューターお
よび画像解析ソフトウェ
ア) から構成されている。 
 細菌数の測定にあたっては、試料及
び蛍光抗体溶液をガラスシリンジに
充填してシステムにセットし、ガラス
シリンジに連結させたチューブをマ
イクロ流路デバイスに挿入した。ま
た、シース液をガラスシリンジに充填
し、同様にデバイスに導入した。注入
されたサンプルと蛍光抗体は混合部
を流れる事により自動で混合・染色が
行われる (図3) 。 

その後、検出部を流れる染色された
細菌はCCD カメラを通してノート 
PC 上で確認する事ができる。システ
ムのシリンジポンプを用いてガラス
シリンジを一定の速度で押す事によ
り、マイクロ流路デバイスに試料お
よびシース液を低速で流して 1 分
間に流れた細菌数を測定し、これを 10 回繰り返し「試料 1 ｍL 中の細菌数 (cells/mL) ＝ 
1 分間に検出された細菌数の平均値 (cells) /試料 (流速×測定時間） (mL)」として細菌数
を算出した。 

 
４．研究成果 
(1) マイクロ流路デバイスの検出用システムの改良 
これまではマイクロ流路デバイスを用いて、夾雑成分の少ない水環境中の菌をターゲットと

した検出法の開発を行ってきたが、今回は夾雑成分の多い食品中の危害微生物を検出する必要
がある。そのため、危害微生物由来の蛍光シグナルを高精度に検出できるように、ポータブル・
マイクロ流路システムの CCD カメラ及びレーザーの改良を行い、蛍光シグナルの増強・検出精
度の向上を確認した。 
 
(2)腸管出血性大腸菌 O157 を用いた食品中危害微生物の回収方法の検討とマイクロ流路デバイ
スでの測定 
以前の検討より、比較的夾雑成分の少ないサンプルでは 0.2 m メンブレンフィルターを用

いた方法が細菌の回収に有効であった。従って、比較的夾雑成分の少ないレタスを用いた添加回
収試験では、0.2 m メンブレンフィルターを用いて菌を回収し、蛍光顕微鏡を用いて細菌数を
測定した所、回収率が約 90％と効率的に菌を回収する事ができた。 
夾雑成分の多い牛肉を用いた検討においては、メンブレンフィルターを用いると、すぐにフィ

ルターの目詰まりを起こしてしまい、添加した菌を回収する事は難しかった。そこで、低速・高
速遠心分離法を用いて菌の回収を試みた。その結果、回収率は約 80％ となり、効率的に回収で



きた。また、蛍光顕微鏡による観察では、マイ
クロ流路デバイスでの測定で妨害となるよう
な成分は確認できなかった（図 4）。 
次にレタスと牛肉から回収した腸管出血性

大腸菌 O157 をマイクロ流路システムで測定
したところ、レタスと牛肉から回収したもの
共に蛍光顕微鏡で測定した値と大きな差はな
く、食品由来夾雑成分の測定系への影響は少
なかった (TABLE1)。 
この結果より、マイクロ流路デバイスを

用いて牛肉・レタス中の対象としている菌
を高精度に定量できる事が確認できた。 
 
(3) 免疫磁気分離法を用いたサルモネラ
属菌の回収方法の検討 
鶏肉中のサルモネラ属菌の回収におい

ては、腸管出血性大腸菌 O157 と同様に低
速・高速遠心分離を用いて菌の回収を行い、
蛍光顕微鏡を用いて細菌数を測定した。その
結果、回収率は約 70％ と効率的にサルモネ
ラ属菌を回収する事ができた (図 5)。 
一方、低濃度の菌を定量するためには、回

収液を濃縮して測定を行う必要があるが、上
記の方法では濃縮可能なレベルまで食品由
来の夾雑成分を除去できなかった。そこで、
夾雑成分をさらに取り除くため免疫磁気分
離を行った。その結果、回収率は約 70％ と
効率的に対象とする菌を回収する事ができ、遠心分離法を用いて回収したもの (回収率 ＝ 約
70％) と大きな差はなかった。 
回収液は磁気分離していないものと比較して透明であり、蛍光顕微鏡画像からもバックグラ

ウンドの低下が確認でき、濃縮可能なレベルまで十分に精製する事ができた (図 5)。 
この結果より、免疫磁気分離法を用いる事により十分な回収率を保ちつつ、鶏肉由来の夾雑成

分を除去できた。 
 

(4) 免疫磁気分離法を用いて鶏肉中から回収した菌のマイクロ流路デバイスでの測定 
 免疫磁気分離法を用いて鶏肉から回収したサルモネラ属菌を、マイクロ流路デバイスを用い
て測定した所、蛍光顕微鏡で測定した値と大きな差はなく、鶏肉由来夾雑成分の測定系への影響
は少なかった (蛍光顕微鏡で測定した菌数 ＝ 2.5  106 cells/ｍL、マイクロ流路デバイスで
測定した菌数 ＝ 2.8  106 cells/ｍL)。 
添加したサルモネラ属菌数が低い場合は、回収液を濃縮し、多い場合は回収液を希釈してマイ

クロ流路デバイスで測定を行った。その結果、105 - 107 cells/mL の範囲で鶏肉から回収したサ
ルモネラ属菌を定量的に精度よく測定できた。 
 
（5）まとめ 
これまでの結果より、孔径 0.2 m メンブレンフィルターもしくは免疫磁気分離法を用いる

事で牛肉・鶏肉・レタス中の対象とする菌を精度よく定量できた。今回開発した方法は、使用す
る抗体のターゲットを変える事で自由に対象とする菌を決定する事ができるため、今回対象と
した腸管出血性大腸菌 O157 やサルモネラ属菌以外の食中毒原因菌に応用する事ができる。ま
た、食品中の菌を回収する方法は、今回のマイクロ流路デバイスを用いた方法に限らず、食品夾
雑成分と菌の分離を必要とする様々な場面で役に立つことが考えられる。 
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